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前回までの認定病院数

＜認定病院の内訳＞
一般病院

１

一般病院

２

一般病院

３
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

病院
慢性期
病院

精神科
病院

緩和ケア
病院

530 965 57 144 151 172 13

※1　病院の役割・機能に応じてもっとも病床数が多い機能を主たる機能種別として1つ選択（主たる機能種別の認定数＝認定病院数）

＜副機能※2の認定病院数＞
一般病院

１

一般病院

２

一般病院

３
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

病院
慢性期
病院

精神科
病院

緩和ケア
病院

35 7 206 86 76 104

※2　主たる機能種別以外の重要な機能がある場合、複数の機能種別を受審することが可能

＜高度・専門機能評価の認定＞

　※2019年10月1日より審査を開始

＜付加機能評価の認定＞

※3　2019年9月30日で付加機能評価（救急・リハ）の審査を終了し、10月1日より高度・専門機能評価に移行
※4　2013年3月31日で付加機能評価（緩和ケア）の審査を終了し、4月1日以降は本体審査　機能種別版の緩和ケア病院に移行
　　なお、2020年8月末日で付加機能評価（緩和ケア）の認定病院は、０となりました。

別紙に今回の認定病院を示します。累計分については、ホームページをご覧ください。

　今回7病院が認定期限切れ等となり、4病院が新規病院として
　認定されたため、認定病院数は2,032病院となります。
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 《 認定状況のご案内 》

9月2日付けで、病院機能評価における審査の結果、43病院(新規4病院・更新39病院）を
認定しましたので、ご案内申し上げます。

現在の認定病院数

2,032 2,035病院

現在の認定数合計
救急医療機能※3

12

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ機能※3

41

現在の認定数合計 514

緩和ケア機能※4

0

機能種別版
3rdG:Ver.1.0～

※1
2,032

現在の認定数合計

救急医療・
災害時の医療

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
（回復期）

11 23
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種別 病　院　名 都道府県
継続認定
回数※

一般病院1 社会医療法人社団光仁会　総合守谷第一病院 茨城県 ★★★★

一般病院1 医療法人社団三思会　くすの木病院 群馬県 ★★★★★

一般病院1 医療法人明浩会　西大宮病院 埼玉県 ★★★★

一般病院1 一般財団法人大阪府結核予防会大阪複十字病院 大阪府 ★★★★

一般病院1 東和病院 大阪府 ★

一般病院1 医療法人社団六心会　恒生病院 兵庫県 ★★★★

一般病院1 医療法人社団一葉会　佐用共立病院 兵庫県 ★★★★

一般病院1 一般財団法人　神戸マリナーズ厚生会　ポートアイランド病院 兵庫県 ★★

一般病院1 医療法人社団まりも会　ヒロシマ平松病院 広島県 ★

一般病院1
宗教法人カトリック聖ドミニコ宣教修道女会
坂出聖マルチン病院

香川県 ★★★★★

一般病院1 社会医療法人社団至誠会　木村病院 福岡県 ★★★★★

一般病院1 医療法人財団はまゆう会　新王子病院 福岡県 ★★★★

一般病院1 社会医療法人喜悦会　二日市那珂川病院 福岡県 ★

一般病院1 国立療養所奄美和光園 鹿児島県 ★★★

一般病院2 総合病院　釧路赤十字病院 北海道 ★★★★

一般病院2 仙台赤十字病院 宮城県 ★★★★

一般病院2 千葉県こども病院 千葉県 ★★★★★

一般病院2 千葉県がんセンター 千葉県 ★★★★★

一般病院2 国家公務員共済組合連合会　東京共済病院 東京都 ★★★★★

一般病院2 立正佼成会附属佼成病院 東京都 ★★★★★

※★の数はこれまでの継続認定回数を表します
(認定証にも同様に記載）

9月2日に認定した43病院(3rdG：Ver.2.0　主機能)

詳細は認定病院検索サイト
（http://www.report.jcqhc.or.jp/index.php）をご参照ください 3rdG: Ver.2.0
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種別 病　院　名 都道府県
継続認定
回数※

一般病院2 東京都済生会中央病院 東京都 ★★★★

一般病院2 社会福祉法人賛育会　賛育会病院 東京都 ★★★★

一般病院2 医療法人社団一成会　たちばな台病院 神奈川県 ★★★★★

一般病院2 横浜市立みなと赤十字病院 神奈川県 ★★★★

一般病院2 新潟県立十日町病院 新潟県 ★★★★

一般病院2 JA長野厚生連　南長野医療センター篠ノ井総合病院 長野県 ★★★★★

一般病院2 岐阜清流病院 岐阜県 ★★★★★

一般病院2 市立貝塚病院 大阪府 ★★★★★

一般病院2 医療法人徳洲会　松原徳洲会病院 大阪府 ★★★★★

一般病院2 関西医科大学総合医療センター 大阪府 ★★

一般病院2 医療法人財団　神戸海星病院 兵庫県 ★★★★

一般病院2 独立行政法人国立病院機構　呉医療センター 広島県 ★★★★★

一般病院2
地方独立行政法人広島市立病院機構
広島市立広島市民病院

広島県 ★★★★

リハビリテーション
病院 医療法人敬愛会　リハビリテーション天草病院 埼玉県 ★★★★

リハビリテーション
病院 社会医療法人財団　仁医会　牧田リハビリテーション病院 東京都 ★★

リハビリテーション
病院 社会医療法人甲友会　西宮協立リハビリテーション病院 兵庫県 ★★★★

リハビリテーション
病院 社会福祉法人恩賜財団済生会　済生会吉備病院 岡山県 ★★★

慢性期病院 医療法人社団緑愛会　川西湖山病院 山形県 ★★★★

慢性期病院 医療法人協和会　第二協立病院 兵庫県 ★

慢性期病院 医療法人千徳会　桜ヶ丘病院 和歌山県 ★★★★

詳細は認定病院検索サイト
（http://www.report.jcqhc.or.jp/index.php）をご参照ください 3rdG: Ver.2.0
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種別 病　院　名 都道府県
継続認定
回数※

慢性期病院 医療法人みやうち　廿日市野村病院 広島県 ★★★★

慢性期病院 医療法人つくし会　南国病院 高知県 ★★★

精神科病院 医療法人内海慈仁会　姫路北病院 兵庫県 ★★★★★

詳細は認定病院検索サイト
（http://www.report.jcqhc.or.jp/index.php）をご参照ください 3rdG: Ver.2.0
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種別 病　院　名 都道府県

一般病院1 社会福祉法人恩賜財団済生会　済生会吉備病院 岡山県

リハビリテーション
病院 医療法人社団三思会　くすの木病院 群馬県

リハビリテーション
病院 東和病院 大阪府

リハビリテーション
病院 一般財団法人　神戸マリナーズ厚生会　ポートアイランド病院 兵庫県

リハビリテーション
病院 医療法人社団六心会　恒生病院 兵庫県

リハビリテーション
病院 医療法人社団まりも会　ヒロシマ平松病院 広島県

精神科病院 独立行政法人国立病院機構　呉医療センター 広島県

精神科病院 医療法人つくし会　南国病院 高知県

緩和ケア病院 千葉県がんセンター 千葉県

緩和ケア病院 岐阜清流病院 岐阜県

9月2日に認定した10病院(3rdG：Ver.2.0　副機能)

詳細は認定病院検索サイト
（http://www.report.jcqhc.or.jp/index.php）をご参照ください 3rdG: Ver.2.0
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救急医療・災害時
の医療 横浜市立みなと赤十字病院 神奈川県 ★

リハビリテーション
（回復期） 社会医療法人甲友会　西宮協立リハビリテーション病院 兵庫県 ★★★★

9月2日時点で認定した2病院(高度・専門機能)

※★の数はこれまでの付加機能からの継続認定回数を表します
(認定証にも同様に記載）

種別 病　院　名 都道府県
継続更新
回数※

詳細は認定病院検索サイト
（http://www.report.jcqhc.or.jp/index.php）をご参照ください 高度・専門機能


